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I はじめに
1 研究目的
最終的に環境への排出を前提とする化学産業のリスク評価は、サプライチェインの最上流に位
置する産業セクターであることから、リスク管理上きわめて重要な役割を担う位置にある。すな
わち、環境への排出を封じ込めることは事実上不可能であることを前提としたリスク評価・管理
を内蔵した産業セクターとして、川中・川下産業セクターに対してリードする役割が期待されて
いる。くわえて、効果的なリスク管理の推進のためには、世界共通の尺度となりうる定量的な活
用を志向したリスク管理が求められているといえる。
目前にある WSSD 2020、更に post WSSD 2020 の目標を見据え世界各国で取り組まれている化
学物質管理において、日本は化審法と化管法の組み合わせによる国際的に互換性をもたせつつも
独自のリスク評価を行い、物質カテゴリーに基づく管理を基本とする枠組みで推進してきた。こ
のようなデータの蓄積のり活用を通じた、産業、民生部門にくまなく供給されている化学品管理
は、イノベーション下で物質の代替速度が加速する、あるいは比較的低生産量高活性型物質の導
入といった事態への対象範囲の拡大への対応や、世界共通尺度でリスク管理水準を把握すること
を推進していくことが求められている。日本においては、化学物質のリスク管理には多大な蓄積
があり、具体的には、研究的基盤も実務的基礎がすでに三省合同による化学物質管理に反映され
ており、研究側との連携を通じた、共通的尺度を通じたリスク評価・管理の説明責任の向上に向
けた準備は整いつつあるといえる。
世界共通的尺度に関しては、排出量、生涯発がんリスク、一部において損失余命、質調整生存
年数といった指標が提案され、政策評価に活用されてきたが、企業、地方自治体、政府の役割を
補完する目的での活用は限定的である。とりわけ、生産・消費・廃棄の過程でかかわる主体が複
数となるため、共通尺度化の必要性は高い。
そこで、本研究の目的は、レスポンシブル・ケアを中心コンセプトに据えた、共通尺度を志
向した化学物質管理の枠組みを構築するということであり、このことが実現することで、持続可
能な社会にむけた化学産業の在り方等についてリスク科学の分野からの助言を構築することが期
待される。

2 研究概要
本課題１：化学物質地図の作成
第１課題は、H28 年度から実施してきた PRTR 対象物質を対象とした化学物質分類に関して、
さらに既存化学物質に拡張し、MOE を用いて化学物質の構造情報を整備するとともに 1）、引き続
き、化学物質地図作成のケーススタディを継続する。化学物質の分類方法としては、引き続き多
変量解析と機械学習機能を備えた自己組織化マップを活用して化学物質の類型化の検討を継続す
る。類型化を通じて、未評価の物質がいずれの類型に近いか、帰属しやすいかについての傾向を
把握する。そこで、構造情報の整備、ばく露スコア、有害性スコアがそろっている物質をとりあ
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げて、データの組合せとグループ形成の関係について明らかにする。併せて、文献調査を継続し、
リスク評価結果を解釈するうえでの共通的尺度を構成する要素を調査する。

課題２：PRTR 対象物質の排出量の変化傾向の要因分析
第２の課題は、自主的管理活動の推進によって有害大気汚染物質、環境管理上懸念された物質
の排出量低減が進行してきたが、経済活動の中で、何が寄与した結果であるかの解明を引き続き
すすめる。先行研究において明らかにされた寄与要因としては、人口、需要構造、生産構造、排
出抑制技術の普及、等であり、これらは、H30 年度に着手した産業連関分析と PRTR データの連
成解析を基礎として、さらなる構造分解分析を継続する 2）。H30 年度は、網羅性を意識して PRTR
該当物質すべてを取り上げたが、年度によって該当物質は変わることがあるため、網羅性は一旦、
低下するものの、特定の物質に限定した解析を継続し、排出量低減要因を解明する。これを通じ
て、企業の自主的管理のインセンティブの向上にむけた制度の考察を行う。

課題３：地域スケールにおける非平常時の曝露および回復過程を対象としたプロトタイプモデ
ルの構築とケーススタディの実施
第３の課題は、レスポンシブル・ケアの視点で、化学物質流出事故に対する回復期の対応を対
象としたリスク評価・管理モデルの構築を試みることとした。地方自治体では、化学物質排出把
握管理促進法の運用を担当する職員は環境部局に所属している組織形態が多く、回復期（慢性毒
性管理フェーズ）において、環境部局が残留調査・除染計画を策定することが求められる。その
支援ツールとして、PRTR 物質を対象とした物性値データベースを開発した。本研究で開発した物
性値データベースは、流出事故後の環境媒体中での挙動特性を把握するための情報提供という視
点で、物性値データ（EPI suite 等より得られるデータ）を体系的に整理したものである。これに
より、高濃度汚染点（ホットスポット）がどの媒体構成要素で出現しうるかを把握するための支
援情報となることが期待される。

3 実施体制と役割分担
以下に、実施体制を示す。
以下に、実施体制を示す。調査代表者、実施者それぞれの氏名、所属、役職、本事業における担当
を記載した。

東海明宏、阪大院、教授、調査研究代表者：研究枠組み策定と総括
小島直也、阪大院、助教、分担者：基礎的知見の収集（令和元年 12 月 31 日付け退職）
伊藤理彩、阪大院、助教、分担者：課題１，リスク評価および適用可能性の検討（令和 2 年 1
月 16 日より。なお、令和 2 年 1 月 15 日までは、特任研究員として従事）
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Nguyen Thi Hoa、阪大院、助教（令和 2 年 1 月 15 日まで。以降、産休）分担者：課題 2。
青木幸雄、阪大院博士後期課程 2 年（兵庫県立消費生活総合センター、主査）
、研究協力者：デ
ータ収集整備
高橋宏輔，阪大院博士前期課程 2 年、研究協力者、化学物質地図の作成
中久保豊彦、お茶の水女子大学基幹研究院自然科学系、准教授、調査協力者：非定常排出を含
む多様なばく露シナリオの構築とシナリオ下でのリスク評価（再委託先）
落合 遥、お茶の水女子大博士前期課程 2 年、研究協力者
原田房枝、ライオン㈱ 研究協力者（助言）
近本一彦、JANUS 研究協力者（助言）

参考文献
1） MOE

(Molecular

Operating

Environment)

HP

in

Chemical

Computing

Group

ULC,

www.chemcomp.com/MOE-Molecular_Operating_Environment.htm (accessed: 21 February, 2018).
2） S. C. L. Koh, T. Ibn-Mohammed, A. Acquaye, K. Feng, I. M. Reaney, K. Hubacek, H. Fujii and K.
Khatab (2016) Drivers of U.S. toxicological footprints trajectory 1998–2013, Scientific Reports, Vol 6,
Article number: 39514.

I-8

II 化学物質地図の作成
1 データの整備と解析方法
本節では，本研究で用いた分析手法について述べる．
まず，本研究で使用する対象物質の選定を行う．その後，USEtoxⓇを使用するための物理化学
データ・毒性データ・排出量データをそれぞれ収集・推計する．そして，USEtoxⓇを用いて化学
物質のライフサイクル全体でのリスクを定量化する．最後に，リスク定量化結果と化審法規制分
類を比較して，リスクの十分に低い優先評価化学物質特定と実用に向けた課題について検討する．
本研究のフロー図を図 II-1 に示す．

図 II-1

本研究のフロー図

本研究では以下に示す選定条件により対象物質を選定した．


化審法の対象物質である．



一般化学物質に関して，曝露量が極端に少なくないこと．本研究では，最新の 2018 年度スク
リーニング評価 1)において暴露クラスが 5 以上である物質．



CAS 番号と紐づけられる．



化学構造の線形表記である SMILES を入手することができる．
以上の選定条件から選定された対象化学物質に関して，化審法規制分類の内訳を表 II-1 に示す．
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表 II-1

対象物質内での化審法規制分類の内訳

CSCL 規制分類

対象物質数（全数）

第一種特定化学物質 1)

27（33）

(Class 1 Specified Chemical Substances，以下 C1S)
監視化学物質 1)

32（38）

(Monitoring Chemical Substances，以下 M)
第二種特定化学物質 1)

16（23）

(Class 2 Specified Chemical Substances，以下 C2S)
優先評価化学物質 1)

169（233）

(Priority Assessment Chemical Substances，以下 PA)
一般化学物質 1)
(General Chcemical Substanes，以下 G)

783（約 28,000）
1027

合計

本研究では Stenberg ら(2009)の方法論 2)に則り，68 種類の構造データを収集する．データの収
集には Stenberg ら(2009)と同様に MOE(Molecular Operating Environment)を使用した．MOE とは，
カナダの Chemical Computing Group によって開発された分子デザインとモデリングに対応したソ
フトウェアである 3)．MOE を使用して収集した構造データを表 II-2 に示す．

表 II-2
Descriptor
apol
a_acc
a_aro
a_don
a_hyd
balabanJ
bpol
b_1rotN
b_1rotR
b_ar
b_double
chi0
chi1
density
diameter
Kier1

構造データの概要 3)

説明
原子分極率の合計
水素結合受容体原子の数
芳香族原子数
水素結合供与体原子の数
疎水性原子数
バラバン平均接続距離の合計
結合された原子の分極率の違い
回転可能な単結合の数
回転可能な単結合の割合
芳香族結合の数
二重結合の数
原子接続指数（次数 0）
原子接続指数（次数 1）
質量密度
グラフの最大頂点離心率
最初のカッパ形状指数
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Kier2
Kier3
KierFlex
logP(o/w)
logS
mr
PEOE_PC+
PEOE_PCPEOE_RPC+
PEOE_RPCPEOE_VSA_FHYD
PEOE_VSA_FNEG
PEOE_VSA_FPNEG
PEOE_VSA_FPOL
PEOE_VSA_FPOS
PEOE_VSA_FPPOS
PEOE_VSA_HYD
PEOE_VSA_NEG
PEOE_VSA_PNEG
PEOE_VSA_POL
PEOE_VSA_POS
PEOE_VSA_PPOS
radius
rings
SlogP
SMR
TPSA
VAdjEq
VAdjMa
VDistEq
VDistMa
vdw_area
vdw_vol
vsa_acc
vsa_don
vsa_hyd
vsa_other
vsa_pol
Weight
weinerPath
weinerPol
zagreb
b_double/b_count
b_ar/b_count

2 番目のカッパ形状指数
3 番目のカッパ形状指数
分子の柔軟性
オクタノール・水分配係数の対数値
水への溶解度の対数値
モル屈折率
正の部分電荷合計
負の部分電荷合計
相対的な正の部分電荷
相対的な負の部分電荷
部分的な疎水性ファンデルワールス表面積
部分的な負のファンデルワールス表面積
部分的な負極のファンデルワールス表面積
部分的なファンデルワールス極表面積
部分的な正のファンデルワールス表面積
部分的な正のファンデルワールス極表面積
疎水性ファンデルワールス表面積の合計
負のファンデルワールス表面積の合計
負のファンデルワールス極表面積の合計
ファンデルワールス極表面積の合計
正のファンデルワールス表面積の合計
正のファンデルワールス極表面積の合計
グラフの最小頂点離心率
輪の数
オクタノール・水分配係数の対数値
モル屈折率
トポロジカル極表面積
頂点隣接情報（等しさ）
頂点隣接情報（大きさ）
頂点距離指数（等しさ）
頂点距離指数（大きさ）
ファンデルワールス表面積
ファンデルワールス体積
ファンデルワールス受容体表面積
ファンデルワールス供与体表面積
ファンデルワールス疎水性表面積
その他のファンデルワールス表面積
ファンデルワールス極表面積
分子量
ヴィ―ナー経路数
ヴィ―ナー極性数
ザグレブ指数
二重結合数／総結合数
芳香族結合数／総結合数
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b_single/b_count
a_aro/a_count
a_don/a_count
a_acc/a_count
a_hyd/a_count
nX
nX/a_count
rings/a count

単結合数／総結合数
芳香族原子数／総原子数
水素結合供与体原子数／総原子数
水素結合受容体原子数／総原子数
疎水性原子数／総原子数
ハロゲン原子数
ハロゲン原子数／総原子数
輪の数／総原子数

また本研究では，USEtoxⓇ (EPA, US)を用いて化学物質の排出量とリスクの推計を行った．
USEtoxⓇでは，排出量は各コンパートメントへの直接排出量と定義されている．化審法でスク
リーニング評価に用いるために集計されている化学物質の用途割合に関しては非公開情報である
ため，リスク評価で参考にされている PRTR 排出データを用いる．しかし，届出対象外事業所か
らの排出量は全コンパートメント合計での排出量なので，本研究ではこの排出量に各コンパート
メントへの分配率を乗じることで，各コンパートメントへの排出量を推計する．
各相への分配率はフガシティーモデルによって算出した．フガシティーモデルとは，環境中の
各相における分配を表すモデルのことである

4)．このモデルは，各相間の化学物質の動きを表す

指標として，化学物質が各相の外に出ようとする程度を表すフガシティーという変数を用いてい
る 4)．主要曝露経路の推定は対象領域で定常状態を仮定し，また，USEtoxⓇにおいて分解，排出，
移流，拡散は考慮されるため，レベル 1 を用いて推定を行う．本研究では，2017 年度 PRTR 排出
データを用いる．届出外排出量合計値にフガシティーモデルで算出した各相への分配率を乗じ，
算出された大気・水・土壌への排出量を届出排出量と足し合わせ，それぞれ USEtoxⓇにおける
continental scale の air，freshwater，natural soil に入力する．

1.1 本研究で用いるリスク推計手法について
1.1.1 主成分分析
本項では主成分分析の概要を述べる．
主成分分析とは，相関のある観測値を，相関のない主成分に変換する方法である

5)．本研究で

は，統計解析ソフト R の prcomp 関数を用い，相関行列に対する固有値分解を行って結果を得る．
入力データは，1027 の対象物質それぞれに関して収集した 68 種の構造データとする．計算され
た 68 種の主成分のうち，寄与率が大きい主成分から順に累積寄与率が 80%以上となる主成分まで
を，情報の集約された新たな変数として以降のクラスター分析に用いる．

1.1.2 クラスター分析
本項ではクラスター分析についての概要を説明する．
クラスター分析とは，異なった性質のものが混ざり合っている対象の中で，似た者同士を集め
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てクラスター（集落）を作り，それらを分類しようとする方法である 6)．クラスター分析には大き
く分けて階層的な方法と非階層的な方法がある

6)

．階層的な方法は，類似度の高い者同士から順

番にグループ化する方法をとり，樹形図（デンドログラム）が結果として得られる 6)．この樹形図
から，分類の過程でグループがどのように結合されていくかを確認できるため，最終的なグルー
プ数を後から決定できる．非階層的な方法は，あらかじめグループ数を決めておき，その数にサ
ンプルを分類する方法である

6)

．サンプル数が数百以上あるビッグデータを分析するときに適し

ている 6)．本研究では，分類対象の化学物質の数が多いため非階層的な方法を用いる．
また，クラスター分析では，各データの差異＝距離と考え，その距離の大きさによって類似性
を表現する

6)

．本研究では，サンプル間の距離測定方法にユークリッド距離，クラスター間の距

離測定方法にウォード法を用いた．ユークリッド距離とは，日常で用いる距離で最も一般的なも
ので以下の式 1-1 で表される．
式 1-1

d(x, y) = √(𝑥1 − 𝑦1 )2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 )2

ウォード法とは，2 つのクラスターA，B を結合すると考えた場合，結合後のクラスターの重心
とクラスター内にある各サンプルとの距離の 2 乗和 L(A∪B)と，元のクラスター内での重心とそ
れぞれのクラスター内にある各サンプルとの距離の 2 乗和 L(A)，L(B)の差が最小となるようなク
ラスター同士を結合する手法である

6)．この方法は，最短距離法や群平均法といったほかの距離

測定方法と比較して，計算量は多いが分類感度がかなり良い 6)．
本研究では，分類数として Stenberg ら(2009)と同様の 32 を採用する．分類後，それぞれのクラ
スターにおける化審法規制分類の内訳やクラスター内の化学物質を構成する官能基から，分類の
妥当性について検討する．

1.1.3 毒性データギャップ補完
本項では，分類結果を用いた毒性のデータギャップ補完手法について概要を述べる．
本研究では，OECD QSAR ToolboxTM での毒性データギャップ補完方法に化学物質の構造類似性
に基づく分類を利用する．OECD QSAR ToolboxTM では，対象化学物質と構造が類似している類似
化学物質を検索し，類似化学物質の対象毒性値と水・オクタノール分配係数の対数(logP)値を用い
たトレンドアナリシスによりデータギャップ補完を行っている

7)．本研究では，この類似化学物

質を検索する部分に化学物質の構造類似性に基づく分類を適用し，それぞれの毒性データが 3 物
質以上ある場合に logP を説明変数とする単回帰分析によりデータギャップ補完を実施する．

1.1.4 USEtoxⓇの手法について
本項では，化学物質のライフサイクル全体でのリスク推計モデルである USEtoxⓇの手法につい
て概要を述べる．
USEtoxⓇでは，化学物質の毒性をライフサイクルインパクトアセスメントという考え方を用い
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て評価している．具体的には，3 スケール(Global, Continental, Urban)11 コンパートメント(air,
freshwater, etc.)での媒体間移行と媒体内分解を考慮した物質収支式に基づいて計算される．
まず，USEtoxⓇでは化学物質のリスクをインパクトスコア IS として式 1-2 を用いて算出してい
る．

𝐼𝑆 = ∑ ∑ 𝐶𝐹𝑥,𝑖 × 𝑀𝑥,𝑖
𝑖

式 1-2

𝑥

IS：インパクトスコア (cases)，
CFx,i：物質 x のコンパートメント i での特性化係数 (cases/kg)，
Mx,i：物質 x のコンパートメント i での排出量 (kg)

また，特性化係数 CF は以下の式 1-3 から求められる．
式 1-3

𝐶𝐹 = 𝐸𝐹 × 𝑖𝐹
EF：影響係数 (cases/kg, m3/kg)，
iF：摂取係数 (kgintake/kgemission)

摂取係数 iF は以下の式 1-4 から求められる．
式 1-4

𝑖𝐹 = 𝐹𝐹 × 𝑋𝐹
FF (Fate Factor)：化学物質の滞留時間 (day)，
XF (Exposure Factor)：曝露係数 (/day)

Fate Factor と Exposure Factor の算出方法を以下に述べる．

1.1.5 Fate Factor の算出方法
Fate Factor は化学物質の物性と排出するコンパートメント，排出されるコンパートメントの 3
つに依存する値である．具体的な算出式は参考文献
表 II-3 の通りである．
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9)を参照されたし．使用する物性値は以下の

表 II-3

Fate Factor の導出に使用する物性値

なお，本研究では，これらの値を EPI SuiteTM を用いて推計する．

1.1.6 Exposure Factor の算出方法
Exposure Factor は化学物質の物性と排出先のコンパートメント，ヒトへの曝露経路に依存する
値である．曝露経路は，大気（吸入）
・飲料水・曝露作物（フルーツや穀物などの地上で栽培され
る作物）
・非曝露作物（根菜などの地下で栽培される作物）・肉類・乳製品・魚類
の 7 つを考える．
大気の場合の計算方法は以下の式 1-5 の通りである．

𝑋𝐹𝑖𝑛ℎ =

𝐼𝑁𝐻 × 𝑃𝑂𝑃
𝑉𝑂𝐿𝑈𝑀𝐸𝑎𝑖𝑟

式 1-5

INH：1 日の平均吸入量(m3/day)，
POP：人口(person)，
VOLUMEair：大気コンパートメントの大きさ(m3)

また，USEtoxⓇでは INH を 13 m3/day，VOLUMEair は Grobal 及び Conttinental スケールで 1000 m，
Urban スケールで 240 m としている．
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その他の曝露経路の計算方法は以下の式 1-6 の通りである．

𝑋𝐹𝑖,𝑟 =

𝐵𝐴𝐹𝑖,𝑟 × 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑖 × 𝑃𝑂𝑃
𝑀𝐴𝑆𝑆𝑟

式 1-6

BAFi,r：コンパートメント r における経路 i での
生物蓄積係数(kg/kg)，
PRODi：経路 i での 1 日の摂取量(kg/day/person)，
MASSr：コンパートメント r の大きさ(kg)

iF 値の算出の際に用いた入力土地データを以下の表 II-4 に示す 9),10)．

表 II-4

USEtoxⓇでの入力土地データ9),10)

土地データ

入力データ

陸地面積

377,974.92 km2

海洋面積

377,974.92 km2

降雨率

1,757 mm/year

人口

126,150,000 人

＊陸地面積と海洋面積の比は 1：1 とした．

なお，表 II-4 に記載されているのは USEtoxⓇ ver.2.01 にあらかじめ設定されている日本と朝鮮
半島のデータから変更を加えた点のみである．記載以外のデータはそのオリジナルデータを使用
した．

1.2 推計結果の比較評価手法について
評価する際に注意すべき事項として，強い規制が実施されている C1S や C2S は環境中への放出
を禁止あるいは抑制されているため，有害性×曝露量で表されるリスクという観点からすると，他
の物質と同等あるいはより小さくなっている可能性が高いと考えられる．そこで本研究では，CF
が C1S と C2S の最小値を下回り，かつ IS が C1S と C2S の最大値を下回る優先評価化学物質をリ
スクが十分に低い物質と定める．その後，リスクが十分に低いと定めた物質を化審法でのリスク
評価状況と照らし合わせて妥当性を検討する．
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2 結果
2.1 主成分分析結果
本項では，主成分分析を行った結果を示す．
主成分分析では，累積寄与率が 80%を超えた主成分までを検討するのが一般的であるため，第
8 主成分までの結果を以下の表 II-5 に示す．

表 II-5

主成分分析結果

近日論文投稿データにつき、掲載不可

Stenberg(2009) 3)の主成分分析結果と比較すると，上位 5 つの主成分は同じ特徴を示していた．
本研究では Stenberg ら(2009) 3)と比較して使用した物質数がかなり少ないため，情報を集約しきれ
ずに第 8 主成分でようやく累積寄与率が 80%を超えたと考えられる．
それぞれの主成分が示す特徴と化学物質のリスクとの関係を表 II-6 に示す．

表 II-6

各主成分が示す特徴と化学物質の環境中リスクとの関係
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表 II-8

各クラスターを構成する主な官能基

クラスター
1

主な官能基
未分類

アルケン

ヘテロ環化合物

2

未分類

アニオン

カチオン

3

ハロゲン誘導体

ハロゲン化アルキル

塩化アルキル

4

芳香族化合物

ハロゲン誘導体

ハロゲン化アリル

5

芳香族化合物

スルホン酸誘導体

スルホン酸

6

エーテル

ジアルキルエーテル

ヒドロキシ化合物

7

カルボン酸誘導体

カルボン酸

CO2誘導体

8

アニオン

カチオン

アミン

9

カルボン酸誘導体

カルボン酸エステル

ヒドロキシ化合物

10

カルボン酸誘導体

カルボン酸エステル

アルケン

11

アニオン

カチオン

未分類

12

ハロゲン誘導体

ハロゲン化アルキル

フッ化アルキル

13

芳香族化合物

カルボン酸誘導体

スルホン酸誘導体

14

アルコール

エーテル

ジアルキルエーテル

15

芳香族化合物

アミン

スルホン酸誘導体

16

芳香族化合物

ヒドロキシ化合物

フェノール

17

カルボン酸誘導体

アニオン

カチオン

18

カルボン酸誘導体

ヘテロ環化合物

CO2誘導体

19

未分類

20

カルボン酸誘導体

カルボン酸エステル

カルボニル化合物

21

ヒドロキシ化合物

アルコール

第一級アルコール

22

ヒドロキシ化合物

アルコール

エーテル

23

アニオン

カチオン

未分類

24

アニオン

カチオン

ヘテロ環化合物

25

アルケン

未分類

カルボン酸誘導体

26

芳香族化合物

ヒドロキシ化合物

フェノール

27

カルボン酸誘導体

未分類

ハロゲン誘導体

28

アミン

アルコール

芳香族化合物
カチオン

29

芳香族化合物

アゾ化合物

30

カルボン酸誘導体

CO2誘導体

31

ヒドロキシ化合物

アルコール

第一級アルコール

32

アルケン

カルボン酸誘導体

カルボン酸

表 II-8 より，C1S や C2S が含まれるクラスターは毒性が強いとされている芳香族化合物やハロ
ゲン類が多数を占めている．また，芳香族化合物の中でも毒性が弱いスルホン酸を含む化合物の
クラスターには C1S・C2S ともに含まれていない．
また，クラスター番号 29 に関して，芳香族化合物とアゾ化合物はともに強い毒性をもつとされ
ているが，このクラスターに分類されている化学物質は全て一般化学物質である．これは，この
クラスターに分類されている化学物質は 2011 年の化審法改正以降，製造輸入数量が小さいため，
スクリーニング評価により十分に低リスクと判断されているからである．このように，構造デー
タのみでは実際の曝露量は考慮出来ないため化審法規制分類との差異が若干見られるが，クラス
ター分析による分類結果は化学物質のリスク特性を十分に反映できていると考えられる．
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2.3 分類結果を利用した毒性推計結果
本節では，それぞれのクラスター内で logP 値を説明変数とした単回帰分析によるトレンドアナ
リシスを行い，毒性のデータギャップ補完を実施した結果を示す．
データギャップ補完を実施する前の各クラスターの毒性データ数と合計カバー率を表 II-9 に
示す．

表 II-9

データギャップ補完前における各クラスターの毒性データ数と合計カバー率

本研究では，世界で最も広く用いられている QSAR ツールである OECD QSAR ToolboxTM のデ
ータギャップ補完手法を参考にし，補完対象の毒性値を目的変数，logP 値を説明変数とする単回
帰分析によりデータギャップ補完を実施した．回帰式を式 2-2 に示す．
𝑇𝑜𝑥𝑖 = 𝑎𝑖 × log 𝑃 + 𝑏𝑖
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式 2-2

例として，クラスター1 の生態毒性における単回帰分析結果を図 II-4 に示す．

図 II-4

クラスター1 の生態毒性における単回帰分析結果

このようにして得られたそれぞれの回帰式の結果を以下の表 II-10 に示す．

II-23

表 II-10

各クラスターの各毒性に対する回帰分析結果

表 II-9 と併せて表 II-10 の結果を見ると，回帰式の作成に用いた物質数が少ないほど R2 の値
が大きくなる傾向が見られた．
以上の回帰式を用いてデータギャップ補完を実施した結果を以下の表 II-11 に示す．

表 II-11

データギャップ補完後のカバー率

非発がん性（吸入） 非発がん性（経口） 発がん性 生態毒性
カバー率

61.1%

90.9%

30.3%

91.8%

非発がん性（経口）と生態毒性のカバー率が大きく上がったが，これは実験データが多数のク
ラスターに広く分布していたためである．それに対して，発がん性のカバー率は 5.6%の上昇にと
どまったが，これは実験データの分布が一定のクラスターに集中していたためである．
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本研究で対象とした物質のうち，PRTR 法にて第一種指定化学物質として排出量の届出が義務
付けられている物質は 100 物質であったため，その 100 物質に関してのみ IS の値を算出してい
る．
C1S や C2S は厳しい規制がなされており，現在では安全と言い切れる量の排出量に抑えられ
ているが PA や G と比較すると大きな値を示している．

参考文献
1)

Mia Stenberg，Anna Linusson，Mats Tysklind and Patrik L. Andersson：Chemosphere，Vol.76，pp.878884，2009．

2)

Christopher J. L. Murray and Alan D. Lopez, The Global Burden of Disease: A comprehensive
assessment of mortality and disability from diseases, injuries, and risk factors in 1990 and projected to
2020, Harvard School of Public Health, 1996.

3)

井伊亮太：生態系影響評価の理論と指標，Journal of Life Cycle Assessment，Vol.4，No.4，
2008．
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3 考察
3.1 リスクの十分に低い優先評価化学物質の特定
本節では，USEtoxⓇの出力結果をもとにリスクの十分に低い優先評価化学物質を選定し，その
妥当性を検討する．
まず，候補物質を選定した．ヒト健康影響と生態影響に関して，それぞれ C1S と C2S の中から
最小値を示す物質を抽出した．その物質を以下の表 II-12 に示す．

表 II-12

ヒト健康影響 CF と生態影響 CF が最小となる物質

次に，優先評価化学物質のうち上記の最小値をどちらも下回る 53 物質を候補物質として選定し
た．選定した 53 の候補物質は以下の表 II-13 に示す．

II-29

表 II-13

選定した低リスク候補物質

選定した候補物質のリスク評価状況は以下の表 II-14 の通りである．

表 II-14

選定した低リスク候補物質のリスク評価状況（物質数）

ステータス

ヒト健康

評価３
評価２
評価１
未実施
非該当

評価３
0
0
0
0
0

評価２
0
1
2
0
0
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生態
評価１
1
1
3
6
3

未実施
0
1
3
0
0

非該当
0
0
32
0
0

候補物質の多数が化審法におけるヒト健康影響の観点からのスクリーニング評価によって優先評
価化学物質に指定された物質であった．ここで，リスク評価 1 は，リスク評価を進める優先順位
を付与する段階であり，高いものから順番にリスク評価 2 に着手する．リスク評価 2 は，取り扱
いに関する追加情報を判断する段階である．リスク評価 3 は取り扱い情報や追加モニタリングデ
ータ等から追加の毒性試験指示について判断する段階である．
その結果，リスク評価の進んでいる化学物質ほど CF と IS が高くなる傾向が見られた．ここで，
ヒト健康影響と生態影響のそれぞれで評価 2 以上の物質を候補物質内での高リスク物質と考え，
これらの CF と IS 両方で最小値を下回る物質をリスクが十分に低い化学物質と定義する．
その結果，CAS 番号 106-88-7 と 75-52-5 及び 109-86-4 はリスクの十分に低い化学物質であると
考えられる．また，正確な排出量データが不足しているため IS 値が算出できない部分に関して，
以下の式 3-3 と式 3-4 を用いて許容排出量を算出した．

許容排出量𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛

ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ

=

許容排出量𝐸𝑐𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =

3.6𝐸−4
𝐶𝐹𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛

式 3-3

ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ

2.0𝐸 5
𝐶𝐹𝐸𝑐𝑜𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚

式 3-4

その結果，許容排出量が排出量推計値を上回る CAS 番号 139-13-9 と 683-10-3 をリスクの十分
に低い化学物質，許容排出量が排出量推計値の範囲内にある CAS 番号 112-07-2 をリスクの十分に
低い可能性がある化学物質と考えられる．ここで，CAS 番号 25268-73-9 に関して，許容排出量が
排出量推計の範囲内にあり，リスクの十分に低い化学物質である可能性があるが，ヒト健康影響
のリスク評価ステータスは未実施である．そこで式 3-3 を利用して許容排出量を算出したところ
211 トンであった．これは排出量推計値を下回っているため，ヒト健康影響に関してリスクが高い
可能性があると考えられる．以上を踏まえて，以下の表 II-15 に示す物質をリスクの十分に低い
化学物質，表 II-16 に示す物質をリスクの十分に低い可能性がある化学物質とした．

表 II-15 リスクの十分に低い化学物質
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表 II-16

リスクの十分に低い可能性がある化学物質

3.2 本研究で得られた知見と活用方法
本節では，本研究で得られた知見と，それを踏まえて本研究が現行の化審法による化学物質管
理にどのように貢献できるかについて述べる．
本研究は，既知情報とそれらを用いた in-silico 手法による推測によって化学物質の物理化学特
性や毒性情報を収集し，ライフサイクルインパクトアセスメントの観点からリスクを定量的に推
計し比較するツールである USEtoxⓇによる結果と化審法による規制分類を比較した．その結果，
誤差は見られるが，おおまかに化学物質のリスクを捉えることができており，化学物質のリスク
評価加速化のため USEtoxⓇが有用であることを示唆した．また，日本では化学物質のリスクを推
測する in-silico 手法の導入が進められているが，化学物質のある一つの特性について推測するモ
デルや局所的な地域について推測するモデルがほとんどであり，化審法におけるリスク評価で使
用できる範囲は限定的であった．そのため，日本全体を対象として化学物質の総合的なリスクを
推測する USEtoxⓇは，化審法における化学物質管理に最適であると考えられる．
本研究では，化学物質のリスクに関してコンピュータを用いた非実験的な方法で推算し，その
結果を比較することでリスクの十分に低い化学物質を抽出した．本研究で構築したモデルに構造
データと排出量を入力することで，物理化学特性と毒性を推算し，それらのデータからリスクを
推算することが可能である．
以上を踏まえると，本研究で行ったように残留蓄積性・有害性・曝露量を全て考慮した，優先
評価化学物質への迅速な優先順位付けに加えて，新規に合成された化学物質のリスク推計におい
ても有用と考えられる．これらによって，化学物質の各種毒性試験等にかかる費用・時間・手間
を省くことが可能となり，化学物質のライフサイクル全体でのリスク評価加速化および合理化が
実現される．

4 結論と今後の課題
4.1 結論
本研究では，化審法でのリスク評価加速化に寄与できるのかという観点から考察を行った．そ
の結果，先評価化学物質の中からリスクが十分に低いと考えられる化学物質は「１，２－エポキ
シブタン」
，
「ニトロメタン」，
「エチレングリコールモノメチルエーテル」
，
「ニトリロ三酢酸」，
「２
－（N－ドデシル－N，N－ジメチルアンモニオ）アセタート」の 5 物質となった．これらの物質
は CF と IS ともに設定した下限値を下回るため，リスクが十分に低い化学物質と考えられる．ま
た，
「２－ブトキシエチル＝アセタート」に関しても，詳細な排出量データが非公開であるため断
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定はできないが，リスクが十分に低い化学物質である可能性があると考えられる．
また，毒性データギャップ補完を実施しなかった場合と比較して毒性データギャップ補完の妥
当性を検討結果，中央値がオーダー1 以上異なる部分は無かったため，十分利用可能な精度と考
えられる．より精度を高める適切な対策として，回帰式の導出に使用する物質数の下限をより多
く設定すること，回帰式の導出に使用する物質と比較して logP 値が大きく異なる物質は回帰式を
適用しないことを提案する．
本研究によって，実験を行わず全てコンピュータ内の推算やシミュレーションによって化学物
質のリスクを推計したことを踏まえて，残留蓄積性・有害性・曝露量の 3 点を考慮した優先評価
化学物質の迅速な優先順位付与と，新規化学物質のリスク推計を行う in –silico のプロトタイプモ
デルが構築された．

4.2 今後の課題
本研究では OECD が毒性情報を集約した OECD QSAR ToolboxTM を利用して毒性情報の収集を
行い，得られた膨大なデータの最小値または中央値を毒性データとして使用した．しかし，日本
政府によって信頼性が確保された情報であるかが確認できていないため，実際に用いられている
データと異なっている場合も考えられる．そのため，日本政府が使用している毒性データを収集
し，より化審法でのリスク評価手法に忠実である必要がある．
2 つ目の課題としては，USEtoxⓇではヒト健康影響に関する毒性のエンドポイントとして反復
投与毒性と発がん性毒性の 2 種類のみを使用している点が挙げられる．化審法のリスク評価では，
これらに加えて生殖発生毒性と変異原性の 4 つをエンドポイントとしており，現在の USEtoxⓇで
は生殖発生毒性と変異原性を考慮できていない．そのため，これらのエンドポイントを USEtoxⓇ
に組み込む必要があり，LCIA と毒性に関する深い知見が求められる．
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III

PRTR 対象物質の排出量の変化傾向の要因分析

1 産業連関分析・構造分析の概要
日本における化学物質排出量をヒト健康リスクの変化と関連付けることで化学物質排出による
ヒト健康リスクの増減が何によって引き起こされたかという定量的な知見を提供することができ、
今後の化学物質のリスク対策に対して、社会全体でどういった部分に着目して対策を行うべきか
という議論をすすめる上で必要である。ここでは、サプライチェインの上流に位置する化学産業
と、それ以降に位置する部品製造産業、組み立て産業、そして消費、廃棄に関わるデータを統合
して、産業連関分析とリスク評価を統合して解析をすすめ、レスポンシブル・ケアのあり方を議
論するための知見を整備した。一般的な産業連関表を図 III-1 にしめす 2）,3）。

図 III-1 産業連関分析の構造（参考文献2）より

1.1 解析方法
要因分解分析の方法は、Koh et al.と同様の手法で実施した 1）。
計算手順として、まず、式 1-1 に示すとおり、産業連関表を生産構造から排出量を表す式へと変
換した。
𝑨𝒙 + 𝒚 = 𝒙
𝑨：投入係数表、𝑥：国内生産額 (円) 、y：最終需要 (円)
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式 1-1

ここで、投入係数表とは、ある産業において 1 単位の生産を行う際に必要とされる原材料等の
単位を示したものであり、取引基本表の中間需要の列ごとに、原材料等の投入額を当該産業の生
産額で除して得た係数である。また、最終需要である𝒚は、国内における最終需要から輸出入を考
慮した値であり、国内における最終需要額より輸入額が大きい場合はマイナスとなる。行列演算
により、式 1-1 を式 1-2 に変換する。

𝒙 = (𝑰 − 𝑨)−1 ∙ 𝒚 = 𝑳 ∙ 𝒚

式 1-2

𝑰：単位行列、𝑳：Leontief 逆行列であり、𝑳 と呼ばれ、生産構造を表す。

さらに、以下のように変換する。
𝒈 = 𝑓𝑥 = 𝒇 ∙ 𝐿・𝒚

式 1-3

g：化学物質排出量 (kg) 、f：排出強度 (kg/円)

ここで、f は各産業の化学物質排出総量を各産業における生産額 x で除することによって算出さ
れたものである。式 1-3 によって、産業活動と化学物質排出量の関係式を表した。
次に、式 1-3 を以下の式 1-4 に更に分解することによって、化学物質排出量変化と、排出強度、
生産構造、人口、一人当たりの消費量、消費構造の 5 つの要因との関係性を表した。

𝒈 = 𝒇 ∙ 𝐿・𝑝・𝑦𝑠・𝑦𝑣・𝑔

式 1-4

p：人口 (人) 、y_s：一人当たりの消費量 (円/人) 、y_v：消費構造
ここで、y_v は各産業における一人当たりの消費額を、年間当たりの個人消費総額で除したもの
であり、消費構造を表す。この項の変化は、消費者が 1 年当たりの各産業へ消費額の割合を示す。
式 4 に、BEA と TRI のデータを当てはめることによって、排出量を組み込んだ産業連関表へと変
換した。式 1-4 は、式 1-5 のように排出量を分解したことを意味する。

化学物質排出量=人口・化学物質排出量/生産額・生産構造(Leontief 逆行列)・国内消費額/人口・
式 1-5

消費構造パターン

式 1-4 において、各項の経年後による変化量と、それに起因する化学物質排出変化量を算出す
ることによって、排出量変化を定量的に分析した。排出量変化を表す式 1-6 を以下に示す。

∆g=∆pfLy_s y_v+p∆fLy_s y_v+pf∆Ly_s y_v+pfL∆y_s y_v+pfLy_s 〖∆y〗_v
=(p'-p)fLy_s y_v+p(f'-f)Ly_s y_v+pf(L'-L) y_s y_v+pfL(y_s'-y_s ) y_v+pfLy_s (y_v'-y_v )
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式 1-6

ここで、p、f、L、ys、yv は基準年における各項の値であり、p’
、f’
、L’
、ys’
、yv’は、経年後
の値である。式 1-6 において、右辺第一項は人口変化による排出変化量を、第二項は排出強度変
化による排出変化量を。第三項は生産構造変化による排出変化量を、第四項は国民一人当たりの
最終需要額変化による排出量変化を、第五項はその需要の割合 (どの産業への支出が多いか) の
変化による排出量変化を、それぞれ表す。第三項に関する補足として、L のある産業における行
要素が大きくなった場合は、その産業が他産業から受ける影響が大きくなったと考えることがで
きる。なお、この種のアプローチによる解析は限られているのが現状である 5）6）。

1.2 必要となるデータ
本研究では、日本国内の PRTR 化学物質排出量データ

4）、および産業連関表を用いて要因分解

分析を実施した。産業連関表と PRTR における産業分類が異なるため、これらの分類が表 III-1 の
ように対応すると仮定し、二つのデータを 38 の産業分類ごとに集計しなおした。なお、ここで、
産業連関表中分類項目と PRTR 制度対象業種は一対一で対応はしていないため、推計対象年の間
や、産業連関表中分類項目の生産額は PRTR 制度対象業種の生産額は一致していない場合がある。
これらの整合を取ることは今後の課題である。
以上の手続きを通じて、産業分類を対応させることで、産業連関表中分類表を 38×38 の産業連
関表へと集計しなおし、38 分類ごとの PRTR 化学物質排出量を集計し、PRTR 対象化学物質の排
出量を組み込んだ産業連関表を作成した。作成した産業連関表のイメージを、図 III-2 に示す。
毎年度の産業連関表は、図 III-3 に示す手順で作成した。
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表 III-1

PRTR 制度における対象業種と産業連関表の中分類との対応表
PRTR制度対象業種
金属鉱業
原油・天然ガス鉱業
食料品製造業
飲料・たばこ・飼料製造業
繊維工業
衣服・その他の繊維製品製造業
木材・木製品製造業
家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工業
出版・印刷・同関連業
化学工業
石油製品・石炭製造業
プラスチック製品製造業
ゴム製品製造業
なめし革・同製品・毛皮製造業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
一般機械器具製造業

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

電気機械器具製造業 →
輸送用機械器具製造業
精密機械器具製造
武器製造業
その他の製造業
電気業
ガス業
熱供給業
下水道業
鉄道業
倉庫業
石油卸売業
鉄スクラップ卸売業
自動車卸売業
燃料小売業
洗濯業
写真業
自動車整備業
機械修理業
商品検査業
計量証明業
一般廃棄物処理業
産業廃棄物処分業
医療業
高等教育機関
自然科学研究所

図 III-2

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
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産業連関表中分類項目
金属鉱物
石炭・原油・天然ガス
食料品
飲料、飼料・有機質肥料、たばこ
繊維工業製品
衣服・その他の繊維既製品
木材・木製品
家具・装備品
パルプ・紙・板紙・加工紙
印刷・製版・製本
化学製品（大）
石油・石炭製品（大）
プラスチック製品
ゴム製品
なめし革・毛皮・同製品
窯業・土石製品（大）
鉄鋼（大）
非鉄金属（大）
金属製品（大）
はん用機械（大）・生産用機械（大）
電子部品（大）、電気機械（大）、
情報・通信機器（大）
輸送機械
業務用機械
業務用機械
その他の製造工業製品
電力
ガス・熱供給
ガス・熱供給
水道
鉄道輸送
倉庫
商業
商業
商業
商業
洗濯・理容・美容・浴場業
その他の対個人サービス
自動車整備・機械修理
自動車整備・機械修理
その他の対個人サービス
その他の対個人サービス
廃棄物処理
廃棄物処理
医療
教育
研究

PRTR 対象化学物質排出量を組み込んだ 38×38 の産業連関表のイメージ図
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図 III-3 毎年度の産業連関表の補完方法

1.3 有害大気汚染物質の自主管理計画 7）
平成８年５月に大気汚染防止法が改正され、有害大気汚染物質対策について事業者の責務が追
加された。これを受け、化学産業等の事業者団体は、通商産業省（当時）と環境庁（当時）が策定
した「事業者による有害大気汚染物質の自主管理の促進のための指針」に沿って自主管理計画が
策定され、以下の 2 期にわけて実施された。
第 1 期：平成９年度～平成１１年度
第 2 期：平成１３年度～平成１５年度
国は、上記自主管理計画の取組状況のフォローアップを行うため、毎年度、経済産業省の産業
構造審議会及び環境省の中央環境審議会において、排出削減実績や次年度の自主管理計画等につ
いてチェック・アンド・レビューを行った。当時、自主管理計画で対象とする有害大気汚染物質
は１２物質であった（アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、クロロホル
ム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,3-ブ
タジエン、ベンゼン、ホルムアルデヒド及び二硫化三ニッケル・硫酸ニッケル）
。以下に示されて
いるように、参照年次において目標以上の成果が得られた明確な効果がえられたとされる対策で
あった（表 III-2）
。そこで、自主管理計画による削減効果を本手法で考察した。
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表 III-2 有害大気汚染物質の自主管理計画

2 結果と考察
2.1 2001 年から 2015 までの要因分解分析の結果
直接の排出量と同様に、2011 年以降はそれまでと比べて、低減傾向は緩慢になっている。2005
年から 2011 年にかけての顕著な低減傾向は、解析期間を 2015 年まで広げることでより明確にな
ったといえる（図 III-4）。

III-39

図 III-4 2000年・2005 年・2011・2015年の時間断面で示した排出量の要因分解分析結果

2.2 ジクロロメタンの解析結果
ジクロロメタンの排出量の経年傾向も、先の解析とくらべて同様な傾向を呈していた。これに
は、継続的に、低減したとはいえ、排出量抑制の効果はきいているものの、需要増加要因も効い
ていることがわかる（図 III-5）。

III-40

図 III-5 ジクロロメタンの2000年、2005年、2011年、2015年の時間断面間の解析結果

3 結論
本課題の結論を以下にまとめる。
第一に、化学物質排出把握管理促進法によって、排出量の変動要因の定量的な考察ができるた
めには、まだ細部における詰めがのこされてはいるものの、産業連関分析の利用が推奨される。
2000 年から 2015 年にわたる排出移動量の推移と産業連関との関係分析を通じて、化学物質排出
移動量の要因を明らかにすることができた。排出量は、需要構造に依存する分があるものの、直
接的な効果をもたらすものは、排出抑制対策である。5 つの要因を総対比したところ、この排出抑
制対策の相対的効果を明らかにすることができた。またこの効果は、産業の連関を通じて、間接
的に排出を誘発する構造についても言及しうると考えられる。
第二に、化学物質を解析対象とするうえで、今後解決すべき課題としては、産業連関を通じ、
用途特性と保存性を反映した「残存率」についての扱いが不可欠であるといえる。元素レベルで
議論できる金属、塩素といった評価単位で解析をする場合に比べ、化合物の最終製品に残存する
割合は、物質の用途によって全く異なることから、このことはマスバランスを把握することと相
俟って、曝露性とともに別途検討する必要がある。
第三には、本アプローチの現時点での限界に関することであり、かつそれが今後の課題でもあ
りうるが、今回の解析は、big picture を把握する上では有効な方法であるが、さらなる、費用対効
果を議論する上では、第 2 で指摘した「保存性」に関するパラメータ化が不可欠であり、これは、
化学物質という有用資源管理につないでいく上でさらなる取組が必要な課題と言える。
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第四に、他の環境負荷との比較を通じて、化学物質管理における適正な目標設定を検討するこ
とも必要性の高い課題である。すなわち、排出をゼロとすることは不可能である以上、如何にし
て、トータルとして、産業からの排出負荷をリスクで管理していくか、その基本的考え方すなわ
ちグランド・デザイン構築に着手することが喫緊の課題であるといえる。
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3 ケーススタディ：アクリロニトリルの流出事故を対象として
3.1 想定事象
ケーススタディ（物性値データベースを用いた机上演習）として、アクリロニトリルが大気中
に放出され、移流・拡散後に地表面や水面に沈着した際、各媒体においてどのような挙動特性を
示すのかを分析するプロセスを示す。
地域は淀川水系、対象事業所はアクリロニトリルを取り扱う化学工業とした。大気へ流出量は
2,115 kg/日とし、沈着量が最大となるワーストケースを想定した。具体的には、放出した翌日の降
雨により、大気に浮遊する全量が湿性沈着により地表面に沈着する移動現象を想定した。

3.2 初動における物質移動状況の予測
物性値データベースを活用する前段階として、どの媒体（市街地、農地、水域）にどの程度、ア
クリロニトリルが沈着するかを予測した。大気中濃度の推計には METI-LIS6) を使用し、事故発生
から 24 時間の平均大気中濃度を推計した。降雨量を踏まえ、大気中濃度より推計した土地利用別
の沈着量を図 IV-8 に示す。
ここでは、3 次メッシュ解像度での沈着フラックス [µg/m2/h] に対し、
土地利用ごとの面積 7) を乗じて、各土地利用に対する沈着量 [µg/h] を推計した。土地利用の特徴
上、市街地への沈着が大きくなる推計結果となった。このように、既存の環境動態解析モデルを
用いることで、初動の物質移動を推測することが可能となる。

田

その他農用地

建物用地（市街地）

河川及び湖沼（水域）

図 IV-8 アクリロニトリルの流出に伴う初動物質移動の把握
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アクリロニトリルの場合、市街地の地表面において、低所に留まりやすく吸入曝露が懸念され
る。降雨の際は、雨水にほぼ全量が溶解する一方で、土壌吸着性は低いため、排水管路へと流さ
れる傾向が強いと考えられる。下水処理場に流入した場合は、下水汚泥として除去されず、95%
が処理水側に移行するという傾向を把握することができる。
農地においては、土壌水へ 21%の分配率があることが示されたため、栽培段階で土壌水を通し
て作物が吸収することが懸念される。
水域においては、アクリロニトリルは表流水中で SS に吸着せず、ほとんどが溶存態で存在す
ると考えられる。また、水道取水源がある場合、粉末活性炭処理での除去性能は低いことが指摘
される。
以上のように、物性値データベースを活用することで、分配特性を踏まえた挙動の傾向に関す
る情報を得ることができる。

4 結論
非定常な化学物質の流出を対象として、各環境媒体（媒体構成要素）における挙動・残留特性
を把握するための物性値データベースを構築した。本データベースでは、物性値を分配率・移行
率に換算することで、挙動特性をより理解しやすいデータベースとした。
その上で、ケーススタディとしてアクリロニトリルの大気への流出を取り上げ、物性値データ
ベースの活用例を示した。
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V おわりに
1 結果のまとめ
本調査研究では、リスクベースの視点からみたレスポンシブル・ケアのあり方と題して、研究
を進めた。以下に、得られた成果をまとめる。
課題１では、化学物質地図の作成を目標として、物質数を１０２７まで拡張して検討した。
課題２では、マクロな視点で、産業連関分析の適用を通じて、PRTR 排出量の要因分析を行った。
その結果、排出量変動要因のうち、排出係数の改善による寄与が確認できた。
課題３では、非定常な化学物質の流出を対象として、各環境媒体（媒体構成要素）における挙動・
残留特性を把握するための物性値データベースを構築した。本データベースを活用することで、
化学物質流出事故に対する回復期の対応を検討するにあたり、高濃度汚染点（ホットスポット）
がどの媒体構成要素で出現しうるかを把握するための情報を入手することが可能となる。

2 今後の計画
以下に、今後の課題をまとめた。
課題１：解析結果の確実性の向上のために、データセットの充実を通じて、先行研究並みのカ
バレージで全体像を明らかにすることが挙げられる。
課題２：説明力の改善のために、産業連関表の産業分類と PRTR 制度対象業種との対応付の検討
や、化学品移動量データの活用等を通じた説明力の向上をはかることが挙げられる。
課題３：開発した物性値データベースは、1 物質 1 形態での整理に留まっている。物質の形態が環
境媒体（存在する媒体）中で異なることによる物性値の変化を把握するための予測法を体系的に
整理し、形態変化を反映させたデータベースに発展させることが課題として挙げられる。
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